
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債
有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金
土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金
有価証券
出資金
その他

長期延滞債権
長期貸付金
基金
減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金
財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成30年３月31日現在）

科目 金額 科目 金額

4,684,790,046 -
2,200,998,301 965,556,314
76,629,189 -

15,293,346,708 6,325,025,139
14,631,246,602 4,830,979,616

△206,157,964 31,763,252
- -
- -

9,526,155,508 528,489,209
△7,373,570,357 1,148,467,080
459,428,932 1,027,081,266

- 17,980,486
- 負債合計 7,473,492,219
-

- -
- 65,832,475
- 5,809,601

115,840,632
△73,760,321
23,792,963,911

1,306,437 15,886,294,676
9,753,157,378 △6,591,767,409
330,409,439 -

38,024,627
1,123,612,026
△930,312,848

△14,450,320,910
-
-

659,003,684
25,659,500
22,797,500

3,096,422
3,096,422

-

17,273,630
445,448,315
17,430,456

2,862,000
-

175,538,948

1,474,672,778
718,403,005
61,246,899

428,017,859
-

△4,916,709

7,300,000
112,430,263

-

2,709,135
590,238,833
582,938,833

資産合計 16,768,019,486 負債及び純資産合計 16,768,019,486

△10,355,357

- 純資産合計 9,294,527,267



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

6,149,630,228

2,675,736,153

934,512,755

1,599,230,977

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

科目 金額

772,248,089

65,833,475

58,618,000

37,813,191

5,612,585,378

38,436,368

41,751,209

141,992,421

3,473,894,075

540,359,691

5,609,270,537

5,852,326

55,563,941

1,890,628,456

1,581,526,756

1,738,863

243,615,524

296,744,167

41,346,982

1,783

402,444

-

25,718,097

12,718,271

869,397,801

61,776,665

667,692,127

364,384

80,576,154



(単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 15,949,593,394 △6,898,645,888 -

純行政コスト（△） △5,612,585,378 -

財源 5,682,444,165 -

税収等 4,010,163,456 -

国県等補助金 1,672,280,709 -

本年度差額 69,858,787 -

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額

無償所管換等

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

比例連結割合変更に伴う差額 -

その他

本年度純資産変動額 △63,298,718 306,878,479 -

本年度末純資産残高 15,886,294,676 △6,591,767,409 -

69,858,787

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自　　平成29年４月１日
至　　平成30年３月31日

科目 合計

9,050,947,506

△5,612,585,378

5,682,444,165

4,010,163,456

1,672,280,709

9,294,527,267

△11,164,337

742,500

52,688,860

-

-

131,453,951

243,579,761

省 略


